
イーサネット機能

この章では、Cisco IOS XRソフトウェアをサポートする Cisco ASR 9000シリーズアグリゲー
ションサービスルータのレイヤ 2（L2）イーサネット機能を設定する方法について説明しま
す。

イーサネットインターフェイスの設定の詳細については、この設定ガイドの「CiscoASR 9000
シリーズルータキャリアイーサネットモデル」モジュールを参照してください。

Cisco ASR 9000シリーズルータのイーサネットインターフェイス設定の機能履歴

変更内容リリース

ポリシーベースの転送およびレイヤ 2プロト
コルトンネリング機能のサポートが追加され

ました。

リリース 3.9.1

•イーサネット機能を実装するための前提条件（1ページ）
•イーサネットの機能の実装に関する情報（2ページ）
•イーサネット機能の実装方法（9ページ）
•設定例（13ページ）

イーサネット機能を実装するための前提条件
適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している必
要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれま
す。

ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管理者
に連絡してください。
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イーサネットの機能の実装に関する情報
10ギガビットイーサネットインターフェイスを設定するには、次の概念を理解しておく必要
があります。

ポリシーベースの転送

Cisco ASR 9000シリーズルータでは、単一のMACアドレスを、ポートの設定済みの VLAN
とは異なるVLANにマップできます。2つの異なるEFPに入るトラフィックを分離するために
は、送信元 VLANタグおよび送信元MACアドレスを使用して EFPを定義する必要がありま
す。

この機能は、ASR 9000イーサネットラインカードでのみサポートされています。（注）

レイヤ 2プロトコルトンネリング
レイヤ2プロトコルトンネリング（L2PT）は、レイヤ2（L2）スイッチングドメイン間でイー
サネットプロトコルフレームをトンネリングするための、シスコ独自のプロトコルです。

L2プロトコルフレームがL2スイッチングデバイスのインターフェイスに着信すると、スイッ
チまたはルータはフレームで次のいずれかのアクションを実行します。

•転送：フレームは例外的な処理なしでスイッチングまたはルーティングされます。

•ドロップ：フレームはルータで廃棄されます。

•終端：ルータは、フレームが L2プロトコルフレームであると認識し、プロトコル処理の
ためにこれをルータのコントロールプレーンに送信します。

•トンネリング：ルータは、フレームをカプセル化して、プロトコルフレームとしてのアイ
デンティティを非表示にします。これにより、フレームが別のルータで終端することを防

ぎます。トンネルの反対側ではカプセル化を解除して、フレームを元の状態に戻します。

L2PTの機能

Cisco ASR 9000シリーズルータは、次の機能を備えています。

•次のプロトコルをトンネリングします。

• Cisco Discovery Protocol（CDP）

•スパニングツリープロトコル（STPおよびそのバリエーション）

•仮想トランキングプロトコル（VTP）
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•次のトンネリングモードをサポートします。

•転送

•反転

• L2PTはVLANヘッダーを持つプロトコルフレームをカプセル化し、カプセル化を解除し
ます。

•巨大フレームレートの処理機能をサポートします。Cisco ASR 9000シリーズルータは、
インターフェイスラインレートで L2PTカプセル化とカプセル化解除を実行します。

専用の L2PTカウンタはありません。QoSまたはその他のパラメータの L2PT特定の調整はあ
りません。

（注）

転送モードの L2PT

次の図に、転送モードで設定された L2PTを示します。

図 1 :転送モードの L2PT

図 1では、サービスプロバイダーネットワーク（Sネットワーク）について説明します。カ
スタマーネットワーク（Cネットワーク）は、GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/1.1
でルータ R1に接続し、GigabitEthernetサブインターフェイス 0/5/0/2.1でルータ R2に接続しま
す。Cネットワークは図に示されていません。ただし、Cネットワークは、Sネットワーク経
由で L2トラフィックを送信し、Sネットワークはエンドツーエンドでトラフィックを切り替
えます。カスタマートラフィックは、L2プロトコルフレームを伝送します。L2PTの目的は、
これらのプロトコルフレームが Sネットワークを通過できるようにすることです。転送モー
ドでは、L2PTは、Sネットワークのカスタマー側インターフェイスである R1 GigabitEthernet
0/1/0/1.1と R2 GigabitEthernet 0/5/0/2.1に適用されます。

上の図は、転送モードの L2PTの設定を示しています。

R1：
!
interface GigabitEthernet0/1/0/1
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1 l2transport
encapsulation default
l2protocol cpsv tunnel
!
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interface GigabitEthernet0/1/0/2
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2.1 l2transport
encapsulation default
!
l2vpn
xconnect group examples
p2p r1-connect
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1
interface GigabitEthernet0/1/0/2.1
!
!
!

R2：

!
interface GigabitEthernet0/5/0/1
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/1.1 l2transport
encapsulation default
!
interface GigabitEthernet0/5/0/2
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/2.1 l2transport
encapsulation default
l2protocol cpsv tunnel
!
l2vpn
xconnect group examples
p2p r2-connect
interface GigabitEthernet0/5/0/1.1
interface GigabitEthernet0/5/0/2.1
!
!
!

プロトコルトラフィックは、GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/1.1でルータ R1に入
ります。ルータR1はプロトコルフレームとしてフレームを検出して、カスタマー側インター
フェイスで L2PTカプセル化を実行します。R1内では、ローカル接続 r1-connectは、R1の顧
客側インターフェイスとサービスプロバイダー側インターフェイスを接続します。トラフィッ

クは、他の複数のサービスプロバイダーネットワークのルータまたはスイッチ（スイッチク

ラウド）を介してGigabitEthernetサブインターフェイス0/1/0/2.1のルータR1からGigabitEthernet
サブインターフェイス 0/5/0/1.1のルータ R2に通過します。ルータ R2は、ローカル接続
r2-connectを介して顧客側インターフェイスとサービスプロバイダー側インターフェイスを接
続します。したがって、トラフィックは、カスタマー側インターフェイスの GigabitEthernet
0/5/0/2.1に送信されます。このインターフェイスで、L2PTのカプセル化が解除され、プロト
コルトラフィックはルータ R2からカスタマーネットワークに流れます。

L2PTが設定されていない場合、R1に送信されるカスタマープロトコルフレームは終端しま
す。カスタマートラフィックは、さまざまなトラフィックで構成できます。プロトコルフレー

ムは、全体的なトラフィックストリームのうちわずかな割合で構成されます。
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プロトコルフレームタギングを使用した反転モードの L2PT

Cisco ASR 9000シリーズルータは、VLANヘッダーを持つサポートされている L2プロトコル
フレームで L2PTカプセル化およびカプセル化解除を実行できます。L2プロトコルフレーム
に VLANヘッダーは含まれません。ただし、カスタマーキャンパス間でカスタマープロトコ
ルトラフィックを転送するサービスプロバイダー（SP）ネットワークでは、この機能を配置
して、SPネットワーク内で使用できます。

次の図に、反転モードで設定された L2PTを示します。R1に入るカスタマートラフィックは
トランキングされており、すべてのトラフィックがタグ付きであると想定します。唯一のタグ

なしトラフィックは、カスタマーネットワークから発信されるプロトコルトラフィックです。

図 2 :反転モードの L2PT

反転モードで L2PTが設定されている場合、L2PTカプセル化は、フレームがインターフェイ
スを出ると行われます。同様に、反転モードのカプセル化解除は、フレームがインターフェイ

スに入ったときに実行されます。したがって、L2PTトンネルは、カスタマー側インターフェ
イスではなく、サービスプロバイダー側インターフェイス間で形成されます。

この例では、プロトコルトラフィックがルータ R1に入ると、VLANタグが追加されます。ト
ラフィックがサービスプロバイダーネットワークを通じて送信される前に、2番目の VLAN
タグが追加されます（100）。Cisco ASR 9000シリーズルータは、二重タグ付きプロトコルフ
レームで L2PTカプセル化を実行します。

上の図に、4つの顧客側インターフェイス（R1：GigabitEthernetサブインターフェイス0/1/0.1.1、
GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/2.1および R2：GigabitEthernetサブインターフェイ
ス 0/5/0/5.1、GigabitEthernetサブインターフェイス 0/5/0/6.1）、および 2つのサービスプロバ
イダー側インターフェイス（R1：GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/3.1と R2：
GigabitEthernetサブインターフェイス 0/5/0/4.1）を示します。

上の図は、反転モードの L2PTの設定を示しています。

R1：
!
interface GigabitEthernet0/1/0/1
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1 l2transport
encapsulation untagged
rewrite ingress tag push dot1q 100 symmetric
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2.1 l2transport
encapsulation untagged
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rewrite ingress tag push dot1q 200 symmetric
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/1/0/3
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/3.1 l2transport
encapsulation dot1q 500
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
l2protocol cpsv reverse-tunnel
ethernet egress-filter strict
!
l2vpn
bridge group examples
bridge-domain r1-bridge
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2.1

!
interface GigabitEthernet0/1/0/3.1
!
!
!
!

R2：

!
interface GigabitEthernet0/5/0/4
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/4.1 l2transport
encapsulation dot1q 500
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
l2protocol cpsv reverse-tunnel
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/5/0/5
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/5.1 l2transport
encapsulation untagged
rewrite ingress tag push dot1q 100 symmetric
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/5/0/6
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/6.1 l2transport
encapsulation untagged
rewrite ingress tag push dot1q 200 symmetric
ethernet egress-filter strict
!
l2vpn
bridge group examples
bridge-domain r2-bridge
interface GigabitEthernet0/5/0/4.1
!
interface GigabitEthernet0/5/0/5.1
!
interface GigabitEthernet0/5/0/6.1
!
!
!
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!

次のことが前提となっています。

•ルータ R1に入るカスタマートラフィックはトランキングされます。つまり、すべてのト
ラフィックがタグ付けされています。唯一のタグなしトラフィックは、カスタマーネット

ワークから到着するプロトコルトラフィックです。

•ルータ R1のGigabitEthernet 0/1/0/1とルータ R2のGigabitEthernet 0/5/0/5のカスタマー側イ
ンターフェイスは、同じカスタマーに属しています。ルータ R1の GigabitEthernet 0/1/0/2
とルータR2のGigabitEthernet 0/5/0/6のカスタマー側インターフェイスは、別のカスタマー
に属しています。

•異なるカスタマーからのトラフィックは分離されたままになります。

• L2プロトコルトラフィックだけがカスタマー側インターフェイスを経由して送信されま
す。

•カスタマー側インターフェイスに入る L2プロトコルトラフィックはタグなしです。

•トラフィックは、スイッチクラウドを正常にパススルーするには、L2PTカプセル化され
ている必要があります。

このトポロジの目的は、ルータR1とR2が複数のカスタマーインターフェイスからカスタマー
プロトコルトラフィックを受信する必要があり、単一のサービスプロバイダーインターフェ

イスとリンク間でトラフィックを多重化する必要があることです。カプセル化解除の最後に、

反転が実行されます。GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/2.1のルータ R1に入るトラ
フィックは、GigabitEthernetサブインターフェイス 0/5/0/6.1だけからルータ R2を出るのに対
して、GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/1.1のルータ R1に入るトラフィックは、
GigabitEthernetサブインターフェイス 0/5/0/5.1だけからルータ R2を出ます。

GigabitEthernetインターフェイス 0/1/0/1のルータ R1に入るプロトコルフレームは、この方法
でネットワークを通過します。

•プロトコルフレームは、フレームがタグなしであるため、GigabitEthernetサブインター
フェイス 0/1/0/1.1に送信されます。

• GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/1.1で rewriteステートメントを使用すると、ID
100のタグがフレームに追加されます。

•フレームは、ルータ R1のブリッジドメイン r1-bridgeに入ります。

•ブリッジ（r1-bridge）は、発信元 AC（スプリットホライズン AC）を除き、ブリッジド
メイン上のすべての接続回線（AC）にフレームをフラッディングします。

• GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/2.1でのイーサネット出力フィルタリングは、
タグ IDのミスマッチを検出し、フレームをドロップします。このように、ブリッジドメ
インのフラッディングされたトラフィックは、他の顧客のインターフェイスを出ることが

できません。

•フレームのフラッディングされたコピーは GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/3.1
に送信されます。
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• GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/3.1は 2番目のタグを追加します。

•フレームは、GigabitEthernetインターフェイス 0/1/0/3を介してルータ R1を出る前に
GigabitEthernetサブインターフェイス 0/1/0/3.1によって L2PTカプセル化を受信します。

現在フレームには二重のタグが付いており（内部が 100、外部が
500）になっており、L2PT MAC DAがあります。

（注）

•フレームは、L2PTカプセル化が原因で、ルータR2GigabitEthernetインターフェイス0/5/0/4
に渡されます。

•フレームは、GigabitEthernetインターフェイス 0/5/0/4のルータ R2に入った後、
GigabitEthernetサブインターフェイス 0/5/0/4.1に送信されます。

• GigabitEthernetサブインターフェイス 0/5/0/4.1に入るときに、L2PTカプセル解除動作がフ
レームで実行されます。

•外部タグ ID 500は、GigabitEthernetサブインターフェイス 0/5/0/4.1によって削除されま
す。

•ルータR2のブリッジ（r2-bridge）は、すべてのACにフレームをフラッディングします。

•イーサネット出力フィルタリングは、フレームが出る ACを除くすべての ACでフレーム
をドロップします。

•フレームがGigabitEthernetサブインターフェイス 0/5/0/5.1のルータR2を出るため、ID 100
のタグが削除されます。

• GigabitEthernetインターフェイス 0/5/0/5のルータ R2から出るフレームは、GigabitEthernet
インターフェイス 0/1/0/1を介してルータ R1に入った元のフレームと同じです。

L2PT設定メモ

L2PTを設定する際は、次の点に注意してください。

• l2protocolコマンドは、メインまたはL2のいずれかのサブインターフェイスで設定できま
す。

• l2protocolコマンドは、物理またはバンドルインターフェイスで設定できます。

• l2protocolおよび ethernet filteringコマンドが同じインターフェイスで設定されている場
合、L2PTカプセル化はイーサネットフィルタリングの前に発生します。これは、L2PTに
よって、CDP、STP、および VTPプロトコルフレームがイーサネットフィルタリングに
よってドロップされないようにすることを意味します。

• L2PTが他のインターフェイス機能で設定されている場合、L2PTカプセル化は、他のイン
ターフェイス機能の処理の前に発生します。

イーサネット機能
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• L2PTカプセル化およびカプセル化解除は、タグなしプロトコルフレーム、一重タグフ
レーム、および二重タグ付きフレームでサポートされます。タグEthertype0x8100、0x88A8、
および 0x9100はサポートされていますが、0x9200はサポートされていません。

イーサネット機能の実装方法

イーサネットインターフェイスの設定については、『CiscoASR9000 SeriesAggregation Services
Router Interface and Hardware Component Configuration Guide』を参照してください。

（注）

ポリシーベースの転送の設定

ポリシーベースの転送のイネーブル化

ポリシーベースの転送をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id.subinterface l2transport
3. 次のいずれかを実行します。

• encapsulation dot1q vlan-id ingress source-mac mac-address または
• encapsulation dot1ad vlan-id ingress source-mac mac-address または
• encapsulation untagged ingress source-mac mac-address または
• encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id ingress source-mac mac-address

4. 次のいずれかを実行します。

• rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q vlan-id symmetricまたは
• rewrite tag push dot1qvlan-id symmetric

5. ethernet egress-filter strict
6. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

イーサネット機能
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ステップ 2 interface type interface-path-id.subinterface l2transport

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# interface GigabitEthernet 0/2/0/4.10 l2transport

サブインターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、ポートでレイヤ 2トランスポートモー
ドをイネーブルにし、レイヤ 2トランスポートコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• encapsulation dot1q vlan-id ingress source-mac mac-address または
• encapsulation dot1ad vlan-id ingress source-mac mac-address または
• encapsulation untagged ingress source-mac mac-address または
• encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id ingress source-mac mac-address

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation dot1q 10 ingress source-mac 0.1.2
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation dot1ad 10 ingress source-mac 0.1.4
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation untagged ingress source-mac 0.1.3
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation dot1ad 10 dot1q 10 ingress source-mac 0.1.2
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation dot1q 10 second-dot1q 20 ingress source-mac 0.1.2

一致する VLAN IDおよび EtherTypeをインターフェイスに割り当てます。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

• rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q vlan-id symmetricまたは
• rewrite tag push dot1qvlan-id symmetric

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q 100 symmetric
or
rewrite ingress tag push dot1q 101 symmetric

サービスインスタンスへのフレーム入力で実行されるカプセル化調整を指定します。

ステップ 5 ethernet egress-filter strict

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# ethernet egress-filter strict

すべてのサブインターフェイスで厳密な出力フィルタリングをイネーブルにします。

ステップ 6 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
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commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

送信元バイパスフィルタの設定

送信元バイパスフィルタを追加するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id.subinterface l2transport
3. 次のいずれかを実行します。

• encapsulation dot1q vlan-idまたは
• encapsulation dot1ad vlan-idまたは
• encapsulation untaggedまたは
• encapsulation dot1ad vlan-id dot1q vlan-idまたは
• encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q vlan-idまたは

4. rewrite ingress tag translate translate 1-to-1 dot1qvlan-id symmetric
5. ethernet egress-filter disable
6. ethernet source bypass egress-filter
7. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 2 interface type interface-path-id.subinterface l2transport

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface GigabitEthernet 0/2/0/4.1 l2transport

サブインターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、ポートでレイヤ 2トランスポートモー
ドをイネーブルにし、レイヤ 2トランスポートコンフィギュレーションモードを開始します。
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ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• encapsulation dot1q vlan-idまたは
• encapsulation dot1ad vlan-idまたは
• encapsulation untaggedまたは
• encapsulation dot1ad vlan-id dot1q vlan-idまたは
• encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q vlan-idまたは

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation dot1q 10
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation dot1ad 10
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation untagged
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation dot1ad 10 dot1q 10
or
RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#
encapsulation dot1q 10 second-dot1q 20

一致する VLAN IDおよび EtherTypeをインターフェイスに割り当てます。

ステップ 4 rewrite ingress tag translate translate 1-to-1 dot1qvlan-id symmetric

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router
(config-subif)# rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q 100 symmetric

サービスインスタンスへのフレーム入力で実行されるカプセル化調整を指定します。

ステップ 5 ethernet egress-filter disable

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# ethernet egress-filter strict

すべてのサブインターフェイスで出力フィルタリングをディセーブルにします。

ステップ 6 ethernet source bypass egress-filter

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# ethernet source bypass egress-filter

サブインターフェイスで送信元バイパス出力フィルタリングをイネーブルにします。

ステップ 7 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。
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• [Yes]：設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッションを終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

設定例

ポリシーベースの転送の設定：例

次に、ポリシーベースの転送を設定する例を示します。

config
interface GigabitEthernet0/0/0/2.3 l2transport
encapsulation dot1q 10 ingress source-mac 0000.1111.2222
rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q 100 symmetric
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2.4 l2transport
encapsulation untagged ingress source-mac 0000.1111.3333
rewrite ingress tag push dot1q 101 symmetric
ethernet egress-filter strict
!

interface GigabitEthernet0/0/0/0/3.1 l2transport
encapsulation dot1q 1
rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q 4094 symmetric
ethernet egress-filter disabled
ethernet source-bypass-egress-filter
!

レイヤ 2プロトコルトンネリングの設定：例
ここでは、転送モードと反転モードでの L2PTの設定例を示します。

転送モードでの L2PTの設定

次に、転送モードで L2PTを設定する例を示します。

カスタマー側ルータ（カプセル化側）：

!
interface GigabitEthernet0/1/0/1
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1 l2transport
encapsulation default
l2protocol cpsv tunnel
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2.1 l2transport
encapsulation default
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!
l2vpn
xconnect group examples
p2p r1-connect
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1
interface GigabitEthernet0/1/0/2.1
!
!
!

カスタマー側ルータ（カプセル化解除側）：

!
interface GigabitEthernet0/5/0/1
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/1.1 l2transport
encapsulation default
!
interface GigabitEthernet0/5/0/2
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/2.1 l2transport
encapsulation default
l2protocol cpsv tunnel
!
l2vpn
xconnect group examples
p2p r2-connect
interface GigabitEthernet0/5/0/1.1
interface GigabitEthernet0/5/0/2.1
!
!
!

反転モードでの L2PTの設定

次に、反転モードで L2PTを設定する例を示します。

カスタマー側ルータ（カプセル化側）：

!
interface GigabitEthernet0/1/0/1
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1 l2transport
encapsulation untagged
rewrite ingress tag push dot1q 100 symmetric
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2.1 l2transport
encapsulation untagged
rewrite ingress tag push dot1q 200 symmetric
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/1/0/3
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/3.1 l2transport
encapsulation dot1q 500
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
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l2protocol cpsv reverse-tunnel
ethernet egress-filter strict
!
l2vpn
bridge group examples
bridge-domain r1-bridge
interface GigabitEthernet0/1/0/1.1
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2.1
!
interface GigabitEthernet0/1/0/3.1
!
!
!
!

カスタマー側ルータ（カプセル化解除側）：

!
interface GigabitEthernet0/5/0/4
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/4.1 l2transport
encapsulation dot1q 500
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
l2protocol cpsv reverse-tunnel
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/5/0/5
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/5.1 l2transport
encapsulation untagged
rewrite ingress tag push dot1q 100 symmetric
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/5/0/6
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/5/0/6.1 l2transport
encapsulation untagged
rewrite ingress tag push dot1q 200 symmetric
ethernet egress-filter strict
!
l2vpn
bridge group examples
bridge-domain r2-bridge
interface GigabitEthernet0/5/0/4.1
!
interface GigabitEthernet0/5/0/5.1
!
interface GigabitEthernet0/5/0/6.1
!
!
!
!
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